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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 1,136 △37.3 118 98.4 58 ― 66 ―

21年3月期第1四半期 1,813 ― 59 ― △21 ― △367 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 1.31 ―

21年3月期第1四半期 △7.25 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第1四半期 23,980 6,216 25.0 118.30
21年3月期 23,658 6,147 25.0 116.80

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,986百万円 21年3月期  5,911百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間 3,000 △11.3 △20 ― △100 ― △110 ― △2.17

通期 6,500 △18.5 250 ― 150 ― 120 ― 2.37
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
[（注） 詳細は、４ページの【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。] 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

[（注） 詳細は、４ページの【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。] 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、 
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について 
は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 51,224,916株 21年3月期  51,224,916株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  616,954株 21年3月期  615,675株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 50,608,378株 21年3月期第1四半期 50,612,088株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、前期に引き続き景気は低迷したままで、企業収益は減少し、雇

用情勢や個人消費等も依然として全般的に極めて厳しい状況で推移いたしました。 

当社グループの主たる事業領域である建設業界は、このような景況を反映して民間建設投資意欲は減退し、新設住

宅着工戸数の減少傾向が続くなど、受注環境は総じて一段と厳しい状況で終始いたしました。 

開発・ＰＩ（プリンシパル・インベストメント以下ＰＩという。）事業及びアセットマネジメント事業領域は、前

期に続き不動産市況の低迷と取引の停滞により、全般的に低調な状況が続きました。 

このような状況の下で、建設事業につきましては、更なるコストの削減を進める一方で、注文住宅では「上質な木

の家」、賃貸アパートでは「煉瓦の家」などの住居系の建設に力を入れ営業活動を積極的に取り組んでまいりまし

た。その結果建設事業売上高は543百万円（前年同期比45.4％減）となり営業利益は６百万円（前年同期比85.1％

減）となりました。 

開発・ＰＩ事業につきましては、不動産市況を受けて、小規模の宅地分譲等を中心とする営業活動を行ってまい

りました。その結果開発・ＰＩ事業売上高は185百万円（前年同期比53.1％減）となり営業損失は21百万円（前年同

期は４百万円の利益）となりました。 

アセットマネジメント事業は、家賃収入の増加等により売上高は382百万円（前年同期比0.4％増）となり営業利

益は経費の削減等により186百万円（前年同期比154.7％増）となりました。 

その他の事業につきましては、売上高24百万円（前年同期比38.8％減）となり営業損失は０百万円（前年同期は３

百万円の利益）となりました。 

当社グループの当第１四半期連結会計期間の連結売上高合計は1,136百万円（前年同期比37.3％減）となりました

が、連結営業利益は販売費及び一般管理費の削減により118百万円（前年同期比98.4％増）となりました。連結経常

利益は営業利益の増加により58百万円（前年同期は21百万円の損失）となり連結四半期純利益は66百万円（前年同期

は367百万円の損失）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ322百万円増加し23,980百万円となりまし

た。この主な要因は、販売用不動産134百万円、関係会社短期貸付金53百万円それぞれ減少したこと等がありました

が、未成工事支出金487百万円の増加等があったことによるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ253百万円増加し17,764百万円となりました。この主な要因は、未成工事受入金の

増加332百万円の増加等によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ68百万円増加し6,216百万円となりました。これは主に四半期純利益を計上した

ことによるものであります。  

当社グループの経営環境は建設・不動産事業共々先行き不透明感や不確実要素が想定されますが、当第１四半期を

終了した時点で業績は概ね計画の範囲内で推移しており、平成21年５月20日付「平成21年３月期決算短信」にて発表

いたしました連結業績予想に変更はありません。 

なお、経営環境は今後も厳しい状況が続くものと予想され、今後の状況次第で業績予想の修正が必要となった場合

は速やかにお知らせいたします。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

(株)AS-SZKi（1995）平成22年３月期　第１四半期決算短信

3



該当事項はありません。 

  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法  

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められ

るため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

② 市場価格のない株式の減損処理 

市場価格のない株式の発行会社の財政状態が悪下しているかどうかの判断にあたっては、四半期会計期間末まで

に入手し得る直近の財務諸表を使用する方法によっております。 

③ たな卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を

基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

④ 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。 

⑤ 減損の兆候 

減損の兆候にあたっては、前連結会計年度末以降に使用範囲又は方法について当該資産又は資産グループの回収

可能価額を著しく低下させる変化を生じさせるような意思決定や、経営環境の著しい悪化に該当する事案が発生し

たかどうかについて留意し、兆候を把握するか否か決定する方法によっております。 

⑥ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によって

おります。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。 

⑦ 重要性が乏しい連結会社における簡便的な会計処理 

重要性が乏しい連結会社においては、重要な企業結合や事業分離、業績の著しい好転又は悪化及びその他の経営

環境に著しい変化がないと認められ、かつ、当第１四半期財務諸表上の一時差異等の発生状況について大幅な変動

がないため、税金費用の計算にあたり、税引前四半期純利益に、前年度の損益計算書における税効果会計適用後の

法人税等の負担率を乗じて計算する方法によっております。 

  

・会計処理基準に関する事項の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関

する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期

連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が

認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については

工事完成基準を適用しております。 

 これにより、従来の方法によった場合に比べ、売上高は108,729千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等

調整前四半期純利益はそれぞれ16,736千円増加しております。  

  

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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① 親会社に対する債務保証 

当社は、親会社である株式会社アパマンショップホールディングス（以下、「親会社」といいます。）の取引

金融機関に対し、190億円の債務保証を親会社の子会社である株式会社アパマンショップリーシング、株式会社ア

パマンショップネットワークと連帯して行っております。 

親会社は、前連結会計年度（自平成19年10月１日 至平成20年９月30日）において7,033百万円の当期純損失を

計上、また、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度において4,467百万円のマイナスを計上

し、短期運転資金の確保が必要な状況になりましたが、下記記載の収益面及び資金面での対応策をとり、これを継

続して実行しているため、当社の当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日現在）及び現時点において、当

社の債務保証の履行を金融機関から請求される状況にはありません。しかしながら、親会社の金融機関との協議が

引き続き進捗中であることから、債務保証の履行の可能性を否定できず、当社の継続企業の前提に関する重要な疑

義を生じさせるような状況が存在しております。 

当社は、親会社が上記の状況に対応するために以下の対応策を引き続きとっていることの報告を受けるととも

に、これを確認しております。 

親会社は、収益面では斡旋事業（賃貸不動産斡旋事業）、ＰＭ事業（不動産管理事業）に集中して売上の増加

を図るとともに、費用削減による合理化の進展により、外的経営環境の急激な変化に耐えうる、安定した収益構造

を遂行する計画を推進中であります。また、親会社は短期運転資金を確保するために金融機関の協力を得て、新た

な当座貸越枠の設定、新規借入の実行及び既存借入について返済条件の変更を図っており、当社の保証先の金融機

関を含めた一部の金融機関については理解を得るに至っております。 

しかし、親会社が実施している対応策のうち、資金面での対応策については、金融機関と協議を行いながら進

めている途上であることから、債務保証の履行の可能性を否定できず、当社に継続企業の前提に関する重要な不確

実性が認められます。 

② 連結子会社（ファンド）の借入金 

当社の連結子会社（ファンド）の一部については、金融機関から借入を行っております。 

当該金融機関からの借入については、連結子会社（ファンド）が保有している不動産を金融機関に対して担保

に提供しております。 

今後の長期的な環境の変化によっては、金融機関の担保権の実行の可能性を完全に否定できるものではありま

せんが、当該ファンドにおけるストラクチャー上、当社が、当該連結子会社（ファンド）の担保提供している不

動産を超える負担を金融機関から請求されるものではありません。 

そのため、当社の継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。  

③ 売上高の著しい減少及び継続的な営業損失の発生または営業キャッシュ・フローのマイナス  

前連結会計年度は、開発・ＰＩ事業及びアセットマネジメント事業において、不動産市況の悪化により、売上

高は、大幅に減少しております。また、営業損失の発生は売上の大幅な減少に加え、「棚卸資産の評価に関する

会計基準」に基づき、棚卸資産の評価を正味売却価額に見直したことによる評価減の計上が主たる要因でありま

す。これらの要因及び着手していた開発案件における建設工事代金の支払いにより、営業キャッシュ・フローに

ついてもマイナスとなっております。 

当第１四半期連結会計期間においても売上高は、前年同期比37.3％減の1,136百万円となり、営業キャッシュ・

フローについても41百万円のマイナスとなっております。  

対応策としては、前連結会計年度において保有する販売用不動産のほぼ全ての物件で不動産鑑定評価等を取得

し、正味売却価額まで評価減を行っておりますので、これらの販売用不動産の売却を進めるとともに、保有不動

産の入居率維持及び向上による賃料収益の増加及び資産価値の確保、アセットマネジメント事業における手数料

収入の増加と更なるコストダウンを推進してまいります。 

そのため、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,935,629 1,889,902

受取手形・完成工事未収入金 98,277 146,148

売掛金 74,527 59,999

販売用不動産 14,995,434 15,130,398

不動産信託受益権 3,740,000 3,740,000

未成工事支出金 911,876 424,640

材料貯蔵品 10,463 11,349

関係会社短期貸付金 405,000 458,500

繰延税金資産 668 668

その他 153,494 145,025

貸倒引当金 △9,363 △8,935

流動資産合計 22,316,008 21,997,697

固定資産   

有形固定資産 1,057,055 1,068,191

無形固定資産 87,045 91,155

投資その他の資産   

その他 754,294 735,231

貸倒引当金 △233,900 △234,000

投資その他の資産合計 520,394 501,231

固定資産合計 1,664,496 1,660,577

資産合計 23,980,504 23,658,275

負債の部   

流動負債   

買掛金 10,134 22,499

工事未払金 480,939 468,857

短期借入金 13,167,696 13,120,946

関係会社短期借入金 1,897,000 1,897,000

リース債務 13,954 13,866

未払法人税等 6,835 93,313

未成工事受入金 723,753 391,430

賞与引当金 22,555 32,593

完成工事補償引当金 12,200 20,500

訴訟損失引当金 20,000 20,000

未払金 128,103 149,285

その他 77,508 67,545

流動負債合計 16,560,681 16,297,836

固定負債   

社債 100,000 100,000
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

長期借入金 137,926 141,940

リース債務 78,080 81,602

繰延税金負債 1,055 112

再評価に係る繰延税金負債 227,262 227,262

退職給付引当金 153,410 153,689

役員退職慰労引当金 130,663 136,265

債務保証損失引当金 129,000 129,000

その他 246,105 242,658

固定負債合計 1,203,504 1,212,530

負債合計 17,764,185 17,510,367

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,422,629 1,422,629

資本剰余金 5,089,533 5,735,541

利益剰余金 △673,732 △1,386,148

自己株式 △96,660 △96,619

株主資本合計 5,741,770 5,675,403

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 734 △386

土地再評価差額金 263,974 263,974

為替換算調整勘定 △19,642 △27,601

評価・換算差額等合計 245,066 235,985

少数株主持分 229,483 236,519

純資産合計 6,216,319 6,147,907

負債純資産合計 23,980,504 23,658,275
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,813,181 1,136,577

売上原価 1,374,165 757,479

売上総利益 439,015 379,097

販売費及び一般管理費 379,392 260,778

営業利益 59,623 118,319

営業外収益   

受取利息 3,581 5,543

受取配当金 322 45

受取保証料 － 6,344

受取補償金 7,161 －

その他 6,642 7,351

営業外収益合計 17,707 19,284

営業外費用   

支払利息 74,172 73,281

為替差損 20,777 －

その他 3,892 5,500

営業外費用合計 98,842 78,782

経常利益又は経常損失（△） △21,511 58,821

特別利益   

固定資産売却益 － 283

貸倒引当金戻入額 50,000 400

受取和解金 － 2,699

特別利益合計 50,000 3,382

特別損失   

減損損失 108,477 －

固定資産除却損 162 －

たな卸資産評価損 252,393 －

その他 18,000 －

特別損失合計 379,033 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△350,544 62,203

法人税、住民税及び事業税 21,894 2,831

法人税等調整額 － －

法人税等合計 21,894 2,831

少数株主損失（△） △5,332 △7,035

四半期純利益又は四半期純損失（△） △367,106 66,407
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当社は、親会社である株式会社アパマンショップホールディングス（以下、「親会社」といいます。）の取引金

融機関に対し、190億円の債務保証を親会社の子会社である株式会社アパマンショップリーシング、株式会社アパマ

ンショップネットワークと連帯して行っております。 

親会社は、前連結会計年度（自平成19年10月１日 至平成20年９月30日）において7,033百万円の当期純損失を

計上、また、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度において4,467百万円のマイナスを計上し、

短期運転資金の確保が必要な状況になりましたが、下記記載の収益面及び資金面での対応策をとり、これを継続し

て実行しているため、当社の当第１四半期連結会計期間末（平成21年6月30日現在）及び現時点において、当社の債

務保証の履行を金融機関から請求される状況にはありません。しかしながら、親会社の金融機関との協議が引き続

き進捗中であることから、債務保証の履行の可能性を否定できず、当社の継続企業の前提に関する重要な疑義を生

じさせるような状況が存在しております。 

当社は、親会社が上記の状況に対応するために以下の対応策を引き続きとっていることの報告を受けるととも

に、これを確認しております。 

親会社は、収益面では斡旋事業（賃貸不動産斡旋事業）、ＰＭ事業（不動産管理事業）に集中して売上の増加を

図るとともに、費用削減による合理化の進展により、外的経営環境の急激な変化に耐えうる、安定した収益構造を

遂行する計画を推進中であります。また、親会社は短期運転資金を確保するために金融機関の協力を得て、新たな

当座貸越枠の設定、新規借入の実行及び既存借入について返済条件の変更を図っており、当社の保証先の金融機関

を含めた一部の金融機関については理解を得るに至っております。 

しかし、親会社が実施している対応策のうち、資金面での対応策については、金融機関と協議を行いながら進め

ている途上であることから、債務保証の履行の可能性を否定できず、当社に継続企業の前提に関する重要な不確実

性が認められます。  

なお、当社は親会社が上記のような対策を実行していることを確認した上で、四半期連結財務諸表は継続性を前

提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりま

せん。 

  

該当事項はありません。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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